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平成２８年熊本地震の被害に遭われた皆様へ 

 

このたびの平成２８年（２０１６年）熊本地震により、お亡くなりになら

れた方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、被害に遭われた地域の皆様に

心よりお見舞い申しあげます。 

被災地域の一日も早い復旧をお祈り申しあげます。 

  

                  一般社団法人 家畜改良事業団 

 

種┃雄┃牛┃情┃報┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛ 

◇ＪＰ５Ｈ５５３８９ リリーヒル プラネツト シユークリン ＥＴ◇ 

ＢＬＦ ＣＶＦ ＢＹＦ 

 

本牛は２０１６－２月種雄牛評価で、ＮＴＰ第６位で選抜された新規種雄

牛です。 

父は、アウトクロスで長命性に定評あるプラネツト、母は、北米を代表す

る著名で繁栄するデリアファミリーの中でも好タイプの娘を多く輩出す

るメルウツド デラからの流れのランスロツトの娘です。 

本牛は、乳蛋白質量全国第３位、ＳＮＦ量第８位をはじめ泌乳形質の多く

で上位にランキングされ、特に経済性に優れています。 

また、体型面では、尻の幅が広く、後乳房の幅に優れ、底面が高いことか

ら、乳器得率と決定得点がいずれもＳＢＶ＋１.０以上と乳器の改良に高

評価を得ています。 

父はプラネツト、母の父がランスロツトとアウトクロスとしても魅力があ

り、泌乳能力と確かな乳器を期待できる種雄牛としてシユークリンは、今

回の新規種雄牛の中でも特に注目の種雄牛です。ぜひご利用下さい。 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/3160640159 

 

◆Ｅ黒０２２ 藤沢茂◆ 

父：沢茂勝  母の父：藤平茂（事業団）  母の祖父：北国７の８ 

  

本牛は、平茂勝息牛として活躍した「Ｐ黒４７８・藤平茂」の母「ふくは

な５」に、その「藤平茂」を交配して生産された「まさみ５」を母として

います。父も平茂勝息牛で岡山県の基幹種雄牛として活躍している「沢茂

勝」であり、兵庫系の血量が少ない血統構成となっています。 

現場後代検定成績は、BMS７.５で４等級以上率も９６％と高い肉質改良力

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/3160640159


とともに、枝肉重量が５００kg、ロース芯面積も７０ｃｍ2と量的形質に

おいても高い能力がうかがえます。  

但馬系のみならず気高系雌牛への交配でも良い成績を残していることか

らも大いに活躍が期待できる種雄牛です。 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/767745203 

 

◆第２８回横浜食肉市場ミートフェア◆ 

＜光平照、芳之国が１位・２位！！＞ 

 

横浜食肉市場の最大の共励会である第２８回横浜食肉市場ミートフェア

が４月１５日に開催されました。 

第２部(和牛)１５３頭(去勢１１６頭・雌３７頭)の出品牛中、栄えある名

誉賞に光平照産子(去勢)、名誉賞に次ぐ最優秀賞には芳之国産子(去勢)

が輝きました。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/yokohamameatfair0415.pdf 

 

第１部(交雑種)５７頭(去勢２７頭・雌３０頭)では、金花国産子(去勢)

と美津照重産子(去勢)がともに優秀賞に入賞しました。 

 

先週「臨時増刊号」としてお知らせしました「中核和牛生産者枝肉共励会」

に引き続き、「芳之国」「光平照」「美津百合」「美津照重」を中心に、

大きな共励会での活躍が目立っています。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/21tyuukakuwagyu0413.pdf 

入賞されました皆様おめでとうございます。 

 

＜入賞者名及び成績概要(当団種雄牛産子)＞ 

 

第２部(和牛) 

名誉賞：島根県 島根牛出荷組合 光平照×若茂勝 (去勢)  

枝肉重量 530kg、ロース芯 92cm2、バラ厚 8.7㎝、BMS No.12、A-5 

 

最優秀賞：群馬県 横浜第一肉牛出荷組合 (株)加藤牧場 芳之国×安福久 

(去勢)  

枝肉重量 528kg、ロース芯 90cm2、バラ厚 8.0㎝、BMS No.12、A-5 

 

優秀賞： 福島県 先崎畜産  美津百合×安福久 (去勢)  

枝肉重量 514kg、ロース芯 65cm2、バラ厚7.8㎝、BMS No.12、A-5 

 

優等賞：北海道 帯広川西農協 (株)トヨニシフードテック 芳之国×北乃

大福 (去勢)  

枝肉重量 549kg、ロース芯 74cm2、バラ厚9.0㎝、BMS No.11、A-5 

 

優良賞：山口県 島根牛出荷組合 美津百合×安福久 (去勢) 

枝肉重量 556kg、ロース芯 85cm2、バラ厚9.1㎝、BMS No.11、A-5 

 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/767745203
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/yokohamameatfair0415.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/21tyuukakuwagyu0413.pdf


優良賞：岩手県 全農岩手県本部 (有)上野牧場 美津百合×照美 (去勢) 

枝肉重量 618kg、ロース芯 67cm2、バラ厚9.8㎝、BMS No.10、A-5 

 

優良賞：宮城県 横浜第一肉牛出荷組合 千葉忠畜産(株) 美津照重×忠富

士 (去勢) 

枝肉重量 558kg、ロース芯 59cm2、バラ厚8.0㎝、BMS No.10、A-5 

 

第１部(交雑種) 

優秀賞：北海道 魚石牧場 金花国 (去勢) 

枝肉重量 580kg、ロース芯 54cm2、バラ厚9.0㎝、BMS No.7、B-4 

 

優秀賞：北海道 フィードワン(株) (有)ダイマルファーム 美津照重 (去

勢) 

枝肉重量 531kg、ロース芯 70cm2、バラ厚8.8㎝、BMS No.6、A-4 

 

 

体┃外┃受┃精┃卵┃情┃報┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆日本卵子学会で研究成果報告◇ 

 

来る５月１４日から新潟の朱鷺メッセで開催される第57回日本卵子学会

において、当団から「ウシ卵子の単為発生胚の作出におよぼすエタノール

濃度と処理回数の影響」についての報告をいたします。（詳細は家畜バイ

テクセンター 03-3740-2709まで） 

 

 

牛┃群┃検┃定┃関┃係┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◇平成２８年度 牛群検定の試行（お試し検定）を開始します！◇ 

 

本年度も牛群検定を無料で体験できる牛群検定の試行（通称「お試し検定」）

を実施します。牛群検定にかかる諸経費を、家畜改良事業団がサポ－トす

るという大変お得な事業です。お知り合いの検定未加入の酪農家に「今が

チャンス！」とお伝えください。 

牛群検定を始めれば、自宅のパソコンやスマートフォンで検定デ－タを利

用できる「繁殖台帳Ｗｅｂシステム」も使い放題です。 

※詳細は以下をご覧ください 

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei_info.html 

 

◇ 牛群検定通信（検定成績表の裏面）を更新しました◇ 

 

Ｎｏ．７２ 平成２８年４月号 主な記事  

～平均搾乳日数の活用～ 

平均搾乳日数とは、現在搾乳している検定牛の分娩後日数を平均したもの

です。極めてシンプルな数値ですが、とても役立つ情報です。ぜひチェッ

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei_info.html


クしてみて下さい。 

※詳細は以下をご覧ください 

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/gyutu.html 

 

◇増刊牛群検定通信を更新しました◇ 

 

Ｎｏ．６３ 平成２８年４月号 主な記事 

１ 検定器具のレンタルを行っています！ 

２ 国産を買いたいと思う食材は？ 

３ 牛群改良情報についてのお知らせ 

４ 乳量計の取り扱いＤＶＤを無料配布します！ 

５ LIAJNews「新しい牛群検定成績表について」バックナンバ－が閲覧

しやすくなりました！他 

※詳細は以下をご覧ください 

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/gyutuzoukan.html 

 

◇検定員の方々へのお知らせ◇ 

Ｎｏ．５４ 平成２８年４月号 主な記事 

牛群検定への加入を検討されている農家に教えてください！他 

※詳細は以下をご覧ください 

http://liaj.or.jp/kyogikai/bn.html 

 

 

遺┃伝┃子┃の┃は┃な┃し┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆豚の授精適期検査のご紹介◇ 

ＤＮＡによる親子判定により、混合精液を用いた人工授精や複数回の人工

授精による同腹産子の父豚を特定することができます。 

この技術を利用して、同一発情期内での授精適期を判定することも可能で

す。授精適期を的確に把握することにより、交配・授精回数の削減に繋が

るなど生産性・経済性の向上が期待されます。 

※お問い合わせは、遺伝検査部まで(Tel: 027-269-2441) 

 

 

肉┃牛┃ト┃ピ┃ッ┃ク┃ス┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆アメリカ産の枝肉が東京食肉市場のセリにかけられる◆ 

 

昨年の暮れから、アメリカ産のブラックアンガスの雌牛が東京食肉市場に

上場されている。穀物肥育し１頭の枝肉を４分割して、段ボールに詰め空

輸で運んでいる。出荷月齢は２８～３０ｹ月齢。３月末までに６０頭を上

場する予定。３月２５日のセリの枝肉は、１２頭の平均で枝肉重量４１４.

６ｋｇ、ロース芯面積５０．５ｃｍ2、バラ厚７.４ｃｍ、ＢＭＳ№２.５、

ＢＣＳ№５.８、単価１,３５７円であった。国産のＦ１とほぼ同じ価格。

購買者は２社のみ。肉の色がかなり濃い印象であった。ＴＰＰをにらんで

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/gyutu.html
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/gyutuzoukan.html
http://liaj.or.jp/kyogikai/bn.html


の輸入のようであるが、果たして定着するのかどうか。販売価格が１頭当

たり約６０万円、空輸代がどのぐらいかかるのか不明だがもう少し、様子

を見たい。 

 

 

事┃業┃関┃係┃ 

━┛━┛━┛━┛ 

◇２７後検調整交配後期（乳牛）◇ 

 

２７後検（後期）の調整交配が４月から始まっています。より早く正確な

育種価評価成績を提供できるよう、多くのご協力をよろしくお願いいたし

ます。  

               

◆２４現検（後期）枝肉調査について◆ 

 

２４年度後期候補種雄牛の現場後代検定調査牛の枝肉調査が昨年１１月

より各地で開始され、今月末まで全国各地で調査牛の枝肉調査を実施いた

します。種雄牛別の検定成績については、ＨＰで公開しますのでご覧くだ

さい。 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/9753905632 

 

◆２６年度後期候補種雄牛に係る検定調査牛導入について◆ 

 

２６年度後期候補種雄牛に係る現場後代検定調査牛について、４月上旬よ

り各肥育委託農家等に導入しております。 関係者の皆様におかれまして

は、検定調査牛の確認等ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

◆２８年度前期調整交配の実施について◆ 

 

２８年度前期候補種雄牛１６頭の調整交配が４月１日より開始されまし

た。交配期間は６月１４日までとなっており、関係者の皆様におかれまし

ては、調整交配協力雌牛全頭への交配をお願いいたします。 

  

お┃知┃ら┃せ┃ 

━┛━┛━┛━┛ 

◇２０１６春季各地のショウ◇ 

 

今季、各地のショウで当団種雄牛の娘たちの活躍が見られましたのでご紹

介します。 

 

徳島県乳牛共進会▽とき ３月５日 

▽経産＆グランドチャンピオン（４才以上１位） 

ブラックス（ＪＰ５Ｈ５２８５０）の娘▽出品 片岡寛之 氏 

 

シマネセントラルショウ▽とき ３月１１日▽１９～２１月１位 



スパイラル（ＪＰ５Ｈ５３９２７）の娘▽出品 高野真二 氏 

 

愛媛県家畜改良共進会▽とき ３月１２日▽５～７月１位 

ＷＧ ボギー（ＪＰ５Ｈ５３０９０）の娘▽出品 山本 廉 氏 

 

静岡県Ｂ＆Ｗショウ▽とき ３月１５日 

▽準シニア＆準グランドチャンピオン（５才以上１位） 

ベスト ドレツサー（ＪＰ５Ｈ５３３５４）の娘▽出品 神尾亮太郎 氏 

▽準準インターミディエイトチャンピオン（３才ジュニア２位） 

スパイラル（ＪＰ５Ｈ５３９２７）の娘▽出品 神尾亮太郎 氏 

 

鳥取県Ｂ＆Ｗショウ▽とき ３月１７日▽２０～２３月１位 

スパイラル（ＪＰ５Ｈ５３９２７）の娘▽出品 西谷拓実 氏 

 

おからくスプリングショウ▽とき ３月１９日 

▽後代検定８～１２月１位 

ビースター（ＪＰ５Ｈ５４８５１）の娘▽出品 入澤信仁 氏 

 

千葉県Ｂ＆Ｗショウ▽とき ３月２６日▽２１～２３月１位 

スパイラル（ＪＰ５Ｈ５３９２７）の娘▽出品 安房拓心高校  

 

岐阜県Ｂ＆Ｗショウ▽とき ３月２８日 

▽経産準グランドチャンピオン（２才ジュニア 1 位） 

スパイラル（ＪＰ５Ｈ５３９２７）の娘▽出品 山下和成 氏 

 

四国連合乳牛共進会▽とき ４月１０日▽後代検定２才１位 

スパイラル（ＪＰ５Ｈ５３９２７）の娘▽出品 井関吉博 氏(愛媛) 

 

セントラルジャパンホルスタインショウ▽とき ４月１５､１６日 

▽ジュニアチャンピオン（１５～１７月１位） 

群馬県Ｂ＆Ｗショウ▽とき ３月３０日▽１５～１７月１位 

スパイラル（ＪＰ５Ｈ５３９２７）の娘▽出品 長坂仁司 氏 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

当団熊本種雄牛センターにおきましては、職員及び種雄牛の無事と 

ともに施設等への大きな被害も無いことが確認されました。 

今後、復旧に努めてまいりますが、関係者の皆様にはご迷惑をおか 

けすることもあろうかと存じます。何卒ご理解のほどお願い申し上 

げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

┏┓┏┳━┓┏┓発行元：一般社団法人 家畜改良事業団 

┃┃┃┃┃┃┃┃サイト：<http://liaj.lin.gr.jp/> 

┃┗┫┃ ┣┛┃メール：<webmaster@liaj.or.jp> 

┗━┻┻┻┻━┛電話（代表）：03-5621-8911  



★万一、当メールがご迷惑をおかけしている場合や連絡先等の変更などが

ある場合は、大変お手数ですが折り返し下記アドレスまでご連絡ください。

<webmaster@liaj.or.jp> 

★このメールマガジンにはファイルは添付されていません。 

 


